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陽春 の候、ます ます御健勝の こととお喜び 申 し上げます。

当社事業 につきまして 日頃か ら格別の ご配慮 を賜 り、厚 く御礼 申 し上げます。
さて、お 申し越 しのあ りました標記の件につきまして、以下の通 りご回答申し上げます。

1】

「乖離 々々の航空需要 と成田空港線 の乗客数予測」について

① 「2,940万 人の根拠 に関す る成田国際空港仰 の公文書等 による証明」 について
この将来推計航空需要は、今回の申請 にあた り、成 田国際空港仰か ら本来非公表 を
前提 に頂 いたもので ございますので、算出方に関する公文書等の提出につきましては、
ご容赦下 さいますようお願 い 申 し上げます。
② 「航空需要予測 の変化率 と乖離 したスカイ ライナー乗客予測 の変化率」 について
今回運賃認可 申請 において実施 した需要予測 は四段階推計法 という予測手法 を用 い
て行 ってお り、その予測過程で使用す る要素 の一つ として、将来 の推計航空需要 を採
用 してお りますが、 この他 にも、東京圏の将来推計人 口や他交通機関 との競合状況な
ど、様 々な要素を使用 して いるため、 ご指摘 のよ うに、単純 に航空需要 の増減 に比例
してスカイライナーの利用人員 が増減す る、 という結果 になるとは限 りません。
③ 「成 田空港 2駅 の乗降客実績よ り 20%も 少な い空港線 の乗客予測数」 について
成 田空港線の一 日平均輸送人員 30,810人 は、次 の要素で構成 されてお ります。
(1)印 格 日本医大以西各駅 と成田湯川〜成 田空港間各駅相互間の利用人員
(2)成 田湯川〜成 田空港相互間の利用人員
(3)北 総線区間 (京 成高砂 〜 印椿 日本医大間)に お ける当社列車利用人員
(い わゆる乗 り替わ り人員 )

この他 に、既存 の京成本線利用 による空港 2駅 乗降人員が存在 して いるため、成田
空港線開業後の空港 2駅 乗降人員 は次のようにな ります。

成 田空港線利 用 の空港 2駅 乗降人員 (上 記 (1)の うち空港 2駅 に係 るもの及び(2))
十京成本線利用 の空港 2駅 乗降人員
従 って、成 田空港線 の乗客予測数 と空港 2駅 乗降人員 の H20年 度実績 37,474人 /日
を比較 して も、前者 には京成本線 の利用 人員が含 まれて いな いな ど条件が異な るため、
両者 は比 較 の対象 にな りませ ん。
④ 「新線建設 による時間短縮効果 もみな い乗客数予測」 につ いて
「調査報告書」 の作成 当時 と現在 で は、将来 推計航 空需要や沿線 人 口の見通 し等 、
事業環境 に大 きな変化 があ り、 同列で の比 較 は困難 と考 え られ ます。
仮 に この点 を無視 した として も、「調査報告書」 にお ける

H27年 度 の一 日平均輸送

人員 は成 田空港線 な し :22.7千 人 に対 して、成 田空港線 あ り :33.0千 人 とされてお り
ますが、この 33.0千 人 は成 田空港線 十京成本線 の輸送人員で ある こと、さ らに航 空旅
客 の み の数値で あ り都市 内旅客 は含 まれて いな い ことか ら、空港 2駅 の乗降人員実績
と単 純 に比 較す る ことはで きませ ん。
なお、今 回当社 が 実施 した需要予測 にお いて は、成 田空港線 による時間短縮効果 を
見込 んだ設定 として いる こと、並び に 申請数値 30,810人 /日 は H22の 予測値で あるの
に対 して、「調査報告書」 は

H27の 予測 値 で あるため、比 較 の時点が異なって い る こ

とを 申 し添 えます。

2】 「近距離激高・遠距離激安 の成 田空港線運賃体 系 を合理化す る「指数 グラフ」の 詭弁」

につ いて
前 回 ご提示 した グ ラフは、純粋 に遠距離逓減率 を比較で きるよ う指数表示 とした も
ので ございます。
また、「神戸電鉄 との比 較が筋違 いで ある」との ご指摘で ございますが、鉄道事業 に
必要な原価 は、 建設や運営 にかか る コス トな ど多 岐 にわた ってお り、 これ らは建設時
期等 によって も大 き く変わ って くるため、単純 に 「平坦線 =低 コス ト」 とな る とは限
りませ ん。
今 回、神戸電鉄 の運賃 カー プを例示 したのは、成 田空港線 の遠距離逓減率 と同社 の
現行運賃 によるそれ とが近 いためで あ り、それ 以外 の意 図は ございませ ん。
なお 、鉄道 の運賃制度 は、利用者 の混乱 を招 かな い もの とす る必 要が ござい ます。
成 田空港線 は、現在既 に営業 を行 って いる北総線 区間を含 んでお りますが、 この 区間
で は 同 じ鉄道施設 を使 用 して 当社 と北総鉄道 が列 車 を運行す る ことにな るため、 北総
線 区間 にお いて は利用者 の混乱 を招 かな いよ う北総運 賃 と整合 性 を と り、 どち らの列
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車 を利用 して も同一運 賃 としてお ります。 この ため、成 田空港線 の運賃体 系は京成本
線 とは異な った もの となってお ります。
このよ うに、 ある区間 に後か ら参入す る鉄道会社が、重複 区間 の運賃 を既営 業会社
と同額 に設定す る事 例 は他 にも ございます。
運賃 の認可基準 は、「運賃等 の収入が『能率的な経営 の下 にお け る適正な原価 に適 正
な利潤 を加 えた もの (総 括原価 )』 を超 えな い もの」 と規定 されてお り、運 賃 につ いて
国 の審査 を受 け、認可基準 に適合す るもので あれ ば認可 され る とい う制度 になってお
ります。
成 田空港線お よび 北総線 の運賃 も この基準 に基 づ いて国の審査 を受 け、認可 されて
お ります。

3】

「通過待 ちや減 便 で 沿線住 民 に不便 を強 いる成 田空港線」 につ いて
成 田空港線 の運行 ダイヤ につ きま して は、 乗 り入れ先 の各社 も含 め現在調整 中です

が、現行 の北総鉄道 が運行す る列 車本数 を維持 した上で、 当社が運 行す る一 般特急 が
加わ る形 とな り、上下合わせ て 50本 程度増 える予 定です。これ によ り、北総線 区間で
は都心 方 向 へ の運行本数が平 日で約 3割 、土 休 日で約 4割 の増加 とな ります。
また、 現在北総線 の特急や急行 は、 朝 の上 りと夕・ 夜 間 の下 りに しか運行 されてお
りませ んが、終 日にわた り速達性 の高 い特急列車 を ご利用頂 けるよ うにな ります ので、
ご指摘 のよ うに北総 線列車 にスカイ ライナ ー 等 の通過待 ちが発 生す るものの、総体 と
しては利便性が格段 に向上 す るもの と考 えてお ります。
通過待 ちの時 間や 当社 の一 般特急列車 との接続 にも可 能な限 り配慮 して参 ります の
で、何卒 ご理解下 さいます よ う、お願 い 申 し上 げます。

4】

「京成本線で は取 って いる空港旅客加算運 賃 をと らな い不公正」 につ いて

成 田空港線 にお いて 140円 加算運賃 を取 る ことが 「当然であ り法 的 に可 能」 と主 張 さ
れてお りますが、「事業許可時 に仮置 き した運 賃体系」がそ のま ま 「上 限運賃」として認
可 され るので はな く、両者 は根拠 とな る法令 の規定や審査基準等 が 異な る別個 の もので
あるため、それぞれ の段階 にお いて個別 に審査 され るもので ございます。
従 い ま して、事業許可時 に見込 んで いた とい うことが 「140円 加算運賃 を当然 に取 る」
ことにはな りません。
また加 算運賃 は、既 存 の鉄道路線 か ら一 部 の 区間 を新線 として延伸す る際 に、そ の建
設等 に係 る多 額 の資本 コス トを回収す る一 手法 として、 当該区間 を ご利用 にな るお 客様
にコス トを ご負担頂 くため に設定す るものです。
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しか しなが ら、成 田空港線 は京成高砂 〜 成 田空港 間 の全 線が 一つの路線 として 開業 し
機能す るため、京成本線 の延伸 (京 成成 田〜成 田空港駅 間)と は状況が異な ります。
このため、今 回 の認可 申請 にお いて は成 田空港線全線 を一つの運賃体 系 として、同線 を
ご利用 にな るお客様 にコス トを ご負担頂 くこととした ものです。
なお、「空港輸送 に係 るコス トを北総線 区間 のお客様 に転嫁 して いる」との ご批判で ご
ざ い ますが、成 田空港線 の 開業 によ り、北総線 区間では大幅な列車本数 の増発がな され
る他 、速達性 の高 い特急列車 をほぼ終 日にわた りご利用頂 くことが可能 になるため、格
段 に利便性 が 向上 す るにも関わ らず、北総線 区間 の運賃 は値下 げを実施 いた します。
このよ うに、北総線 区間 のみ を ご利用 にな るお客様 に対 して は、現行以 上の ご負担 を
頂 くことが無 い様 、整合 を図つた運賃設定 とさせて 頂 いてお ります ので、 何卒 ご理 解下
さいます よ う、お願 い 申 し上 げます。

5】

「北総鉄道 の増収 にな る線路使用料 は支払わな いのか 」 につ いて
線路使用料 は、運行主体 の第 2種 鉄道事業者が使用す る鉄道 施設 の資本費相 当分 に

基 づ き算 出す る ことが原則 です。従 って、 当社か ら北総鉄道 に対す る線路使用料 につ
きま して も、 この原則 に基づ き、 当社 が北総線 区間で列車運行 に必要な鉄道施設 の資
本費相 当分 に基 づ く線路使用料 を支払 う ことにな ります。
但 し、 北総鉄道 は 自社 の施設 を使用 して鉄道事業 を営む第 1種 鉄道事業者 で ある こ
とか ら、 当社が 同区間 を運行す る ことによって 、北総鉄道 の収入 に影響 を与 えな いよ
うにす る必要が あ ります。そ のため、 当社が計上す る 「現行 の 北総列車 か ら当社 の運
行す る一 般特急列車 に乗 り替わ るお客様 に係 る収入 と北総線 が成 田空港 と直結 され る
ことによ り新た に発 生す るお客様 に係 る収入」が、前述 の資本費相 当分 に基づ く線路
使用料額 を上 回 つた 場合 は、そ の差額 を上乗せ して 北総鉄道 に支払 うこととしてお り
ます。
このよ うに、 当社 は北総鉄道 に対 して、新 た に発 生す るお客様 に係 る分 を含 む 適 正
な額 の線路使用料 を支払 うことにな ってお ります。

6】

「不適 正が疑われ る運賃設定 の 前提 =総 括原価 」 につ いて
ご指摘 の通 り、今 回 の 申請 で は新型車両 の両数 を事業許可時 の 136両 か ら 112両 に

減 らした ことか ら、 これ に応 じて減価償却費 も減額 してお りますが、そ の他 の投資 の
計 上 等 によ り、総額で は大 き く変動 しな い結果 とな ってお ります。
線路使用料 につ きま して も、計上方 の違 いや施設 を保 有す る各事業者 の建設・ 改良
コス ト等 に応 じて金額 に増 減 が発生す る等 、事業許可時 と比 較 して単純 に減額 にな る
‐
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というわ けでは ございません。
また、北総鉄道 と千葉 ニ ュー タウン鉄道 の線路使用料ですが、前述 の通 り、当社が
運行す る一般特急列車 に乗 り替わ るお客様 と北総線 が成 田空港 に直結 され る ことによ
り新 た に発生す るお 客様 に係 る収入が、資本費相 当分 に基づ く額 を上回つた場合、そ
の差額 を上乗せ して 支払 う ことになってお ります ので、架空 の経 費 で は ございません。

おわ りに、現在策定 中の北総線区間 における運 行計画 では、現行の北総鉄道が運行
す る列車本数を維持 した上で、当社 が運行す る一般特急 が上下合わせて 50本 程度増
える形 となるため、同区間では都心方向へ の運行本数が平 日で約 3割 、土休 日で約 4
割 の増加 となる予定で ございます。一般特急が停車 しない駅か らも、特急停車駅で一
般特急 にお乗 り換え頂 くことで、都心へ の所要時間が短縮されるとともに、北総線 か
らの成 田空港アクセスも大変便利 にな ります。
また、北総鉄道 は現在 も債務超過状態 にあ り、本来運賃値下 げを実施す る状況には
ございませんが、千葉県及び沿線 自治体 にもご負担 頂 くとともに北総鉄道の努力も合
わせて、平均約 4.6%の 北総線運賃 の値下 げを成 田空港線開業時か ら実施す ること
といた しました。
必ず しもご満足頂 ける内容ではないか もしれませんが、沿線の皆様 の ご要望 に何 とか
お応え したいと考えての決断で ございます。
当社 は、成田空港線 につきまして、安全かつ利便性 の高 いサ ー ビスに努めてまい り
ます ので、 ご利用方よろ しくお願 い 申 し上げます。
敬具
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